世田谷区内共通商品券のご利用は、是非、下高井戸商店街でご利用ください。
日大通り

旭鮨総本店

3322-3331 飲食（寿司）

日大通り

バー・ハリーズ

3328-5158 飲食（バー）

駅寄り

ラミュ

5301-2583 美容室

日大寄り

スギ薬局 下高井戸店

6379-2631 薬局

三笠家

3321-2649 和菓子

児玉ふとん店

3321-5666 布団仕立・販売

3321-3694 文具・煙草

HAIR SAVOR

3325-6862 美容室

3327-8880 飲食（ラーメン）

オーブン菓子 チェシャ

6431-0509 焼き菓子

3323-6305 喫茶

パール歯科クリニック

5300-6480 歯科医院

● 大庭紙文具店
せい家 下高井戸店
● ｺｰﾋｰﾊｳｽ ぽえむ 下高井戸店
かもめ薬局下高井戸駅前店

6379-2320 処方箋薬局

● カナピナ
あかつき鍼灸治療院

ブティック クイーン Ⅱ

3325-3719 婦人服

あいびい眼鏡

3325-3010 眼鏡

H A I R S H O P zｉｇｇｙ

5376-0243 美容室

ゆるりら 萬谷柔道整復院

6479-1282 整復院

ヘアーサロン ディフェイス

3327-5505 美容室

鈴木屋 野島燃料店

3321-2102 燃料

Blue Garden Puls

6379-0440 婦人服

珈琲館 下高井戸店

3325-2155 喫茶

ファイブ スターズ

6379-5558 カフェ、パン

● 志保田自転車店

3321-6528 自転車

かたぎり接骨院

6379-2799 接骨院

● 和食 眞太

3324-0678 飲食（和食）

酒場食堂 ケムマキ燻

6379-3133 食堂・居酒屋

ブティック クイーン

3325-3754 婦人服

奥村鍼・灸・整骨院

3327-0456 鍼灸・整骨院

3rd COLOR

6379-3200 カラー専門店

虫の巣 EST

3324-9251 飲食（パスタ専門）

中華料理 家宴

3322-7859 飲食(中華）

大阪王将 下高井戸店

6265-7821 飲食（中華）

篭屋

3480-8931 酒店

hair craft COCOLO

3325-3400 理容室

Wis Chef 下高井戸店

6265-8462 お惣菜

上竹整骨院

3327-3553 整骨院

八百由

3321-0358 青果

山二商事

3328-6961 不動産

でんきのビッグ東光

3323-1721 家電製品

たこ焼き店 あずまや
● 靴のチトセ

公園通り

● 美麗（メイリー）

● 北海道中川町サテライトスペース
ナカガワのナカガワ
下高井戸駅前整骨院

3327-2270 飲食（カレー）
5329-1615 鍼灸治療院
4283-0987 飲食（たこやき）
3322-2359 靴

6304-3106 飲食（カフェ）

鳥ぎん

3322-9466 飲食(釜飯）

ファミリーマート 日大通り店

5355-1033 コンビニ

100円ショップ キャンドゥ

3327-2356 100円ショップ

ヘアーサロン パダン

6265-8476 美容室

牛角 下高井戸店

5301-8929 飲食（焼肉）

花屋のはるや

5300-4187 生花

● カズデンタルクリニック

5355-4118 歯科

● たら福

6379-0165 食品(北海道産）
5329-1890 整骨院

6750-5529 飲食（居酒屋）

アレコレット

3324-8803 衣料・雑貨

焼肉処 くい亭

3324-3529 焼肉

アンティム

3325-0557 美容室

すしやのまつり

3325-1687 飲食（寿司）

スムルーム 下高井戸

6379-3535 婦人服
050
ゲーム喫茶
3692-1564
5376-3254 生花

3321-1339 不動産

コーザノストラ

日大通り

● ノリエット

3321-7784 洋菓子

ボードゲーム＆カフェ
シュパース

日大寄り

● ル・プティ・リュタン

6304-3443 飲食（フランス料理）

● フラワーボックス

読売センター経堂・下高井戸

3322-7447 新聞

いまい接骨院

5376-2772 接骨院

鯛焼きの店 たつみや

3324-9175 たいやき

セブンイレブン 赤堤4丁目店

3324-3231 コンビニ

3324-9175 飲食(居酒屋）

田辺精肉店

3328-5135 精肉・惣菜

ブンガ ブラン

5355-1223 飲食(アジアンカフェ）

● 居酒屋 たつみ本店

セブンイレブン 世田谷下高井戸 3323-2113 コンビニ
南蛮屋 樹

3325-7371 珈琲豆・紅茶販売

バーバー パパ

3325-1909 理容室

まきたや

3324-7249 飲食(居酒屋）

ぎゃるり でんぐり

6265-7375 画廊・小売

喫茶・YOU・遊

3323-8040 喫茶

丘の上薬局

6379-1606 薬局

● あかばね写真館
佐藤歯科医院

3324-5151 写真館
3327-5986 歯科

